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新年のご挨拶

会　　長
L. 北 川 英 之

幹　　事
L. 犬 飼 拓 哉

会　　計
L. 齋 藤 裕 子

　皆様、新年明けましておめでとうございます。
　旧年中は皆様よりクラブに沢山のご協力を頂き誠にありがとうございました。昨年7月に新年度
がスタートしましたが、あっという間に半年が経過しました。会長就任前はチャレンジしてみたいこ
とや取り組んでみたい企画が数多くあったのですが、いざ任期が始まると日々の対応に流され、な
かなか新しいことも出来ないものだと実感と反省をしております。
　皆様のご協力により、柴田清孝L、大沼宏伸L、柴田充Lの若手3名の新入会員を迎えられたこ
とは大変喜ばしいことです。クラブを永続的に発展させる為には会員数を伸ばし、平均年齢を若
く保っていく必要があるかと思いますので下期も是非ご協力をお願いします。上期に内規を改定し、
制度導入した賛助会員制度は、エコーを体験してみてライオンズの楽しさが分かってから正会員と
して入会するということが出来る、トライアル制度の一面も持っておりますので是非多くの方にお声
がけをお願い致します。下期も献血や大和エコーとの清掃など、アクテビティもありますので皆さ
んと一緒に汗をかいて美味しいお酒を飲みましょう！
　今年も犬飼幹事、齋藤会計と力を合わせて進んで参ります。皆様ご協力の程、宜しくお願い申
し上げます。

　謹んで新春をお祝い申し上げます。旧年中は大変お世話になり、誠にありがとうございました。
本年も、皆様にとって素晴らしい年であることを心よりお祈り申し上げます。
　さて、私が幹事に就任して早くも任期の半分が過ぎました。幹事に慣れるため、バタバタしてい
るうちに早くも年が明けてしまったという気持ちです。まだまだ、不慣れな点、お見苦しい点が散
見され、反省することしきりですが、会員の皆様に支えられ何とか務めさせていただいております。
　残りの後半戦、少しでも成長してクラブの力になれるようになっていきたいと考えています。皆様、
ますますのご指導よろしくお願い申し上げます。
　仙台エコーライオンズクラブが皆様にとってもっともっと良いクラブになるように、北川会長を中
心にクラブ一丸となって活動していきましょう。以上をもって新年の挨拶とさせていただきます。
今年も一年宜しくお願い致します。

　新年明けましておめでとうございます。旧年中は大変お世話になり、誠にありがとうございました。
　北川会長、犬飼幹事と若い世代のメンバーと一緒に三役（会計）をさせて頂き勉強になりますし、
楽しく六ヶ月が過ぎてしまいました。
　エコーライオンズの行事、例会、アクティビティに三役として参加してみて、改めてすばらしいク
ラブであることを認識しました。これからもライオンズの奉仕活動に益々頑張っていく所存です。
「エコーらしく We Serve｣をかかげあと半年、北川会長中心に三役としてご期待に添えるように努
力していきたいです。
　私にとってエコーの皆様との出会いは貴重な財産となっております。これからも宜しくご指導の
程お願い致します。
　それと共にエコーライオンズの益々のご繁栄と皆様のご健康とご多幸をお祈りして、新年のご挨
拶とさせて頂きます。今年も宜しくお願い致します。
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　令和最初の第1R新年合同例会は、ホテルメトロポリタン仙台にて開催され、

ゾーン再編後の2ゾーンから１６クラブが参加しました。祝宴の部では歓談や余興

に楽しみながら、皆で盛大に新年のお祝いをしました。

　今年のお歳祝会は東洋館で開催され、６名のお祝いをしました。祝宴

では北川一座による白浪五人男のほか、詩吟や民謡が披露され、お祝い

ムードが高まる楽しいひと時となりました。

第1R 新年合同例会（第1385回例会） 2020.1.20（月） ホテルメトロポリタン仙台

◆お歳祝会 2020.1.31（金） 東洋館

▲新年の挨拶をする
　木口順子RC

▲仙台JAZZ四郎さんによる
　ドラム演奏

▲全員で三本締め▲合同アクティビティ基本献金で表彰された方々

「白浪五人男」北川一座
（L.犬飼、L.倉林、L.前田、L.橋本、L.北川）

詩吟「青葉山」
L. 熊谷隆夫

民謡「えんころ節」
L. 鈴木秋男

▲LCIF＄1,000献金で表彰された方々▲来賓祝辞を述べる
　木川田明弘ガバナー

▲記念アクティビティの発表を 
　する佐藤裕司ZC

米　寿

傘　寿

年　男

L.阿部 邦彦　L.黒沢 武彦

L.鈴木 秋男　

L.金野 伸介　L.佐藤 惠一郎　L.大沼 宏伸
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例会TOPICS

今年は90名を超す多くの参加のもと、仙台国際ホテルにて恒例の仙台エコーライオンズクラブの
三大行事のひとつ「クリスマス家族会」が開催されました。

第58回クリスマス家族会（第1383回例会） 

総合司会の藤堂寿光Lお疲れ様でした！

2019.12.20（金） 仙台国際ホテル

最後は「また会う日まで」
宗久さんのバンドのみなさん、生演奏ありがとうございました！ 

開宴のあいさつをする
北川英之会長

ラッキーカードは阿部康平Lの進行で菅原博L、倉林三四郎L、
齋藤裕子Lがアシスタントをしてくれました

乾杯とウイーサーブをする
安道光二L

クリスマス会を盛り上げてくれた
バルーンアート工房 COLOR BEANS（カラービーンズ）様

宗久真紀さんのディナーショーとクリスマスソングで子ども達と一緒に楽しみました

トナカイの佐藤裕司Lとラッキーサンタの犬飼拓哉L
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　今年は11/10～11/11に恒例の野草園もみじ鑑賞会が行われ、ガイドボランティアによ

る園内もみじガイドと並行し、裏千家（千葉宗春門下生）によるボランティア茶会が開催さ

れました。多くの市民が茶会に参加され、当クラブより提供させて頂いた抹茶とお菓子は

来場の皆様にとても喜んで頂くことができました。秋晴れの野草園で色付きはじめた草木

を眺めつつ、お茶会では亭主の伊藤孝Lの点てたお茶をいただいてまいりました。

継続アクト 第5回仙台市野草園「もみじ茶会」
2019.11.10（日）

　仙台エコーLCゴルフ同好会の新春ゴルフコンペが仙

台カントリー倶楽部にて開催され、24名が参加しまし

た。今回は岩田プロによるワンポイントレッスンも、短

い時間ではありましたが行われました。優勝は佐藤裕

司Lでした。

ゴルフ同好会 新春ゴルフコンペ
2020.1.3（金）

　今年も仙台市野草園にて恒例の植物感謝祭が行われました。開

会に先立って北川会長が祝辞を述べ、第41回「植物の詩」作詩コン

クールの入彰者への表彰（最優秀賞、優秀賞、どんぐり山賞、花

地蔵賞、花まつり投句入選者）が行われ、最優秀賞には長町南小

の中戸川拓真さんが選ばれました。本日はあいにくの天気でどんぐ

り山での落ち葉焚きから会場内での開催へ変更となりましたが、

多くの人でにぎわい、アコーディオン伴奏と草笛演奏を楽しみつつ

焼き芋を頂いて、今年も秋の植物感謝祭を終えました。

継続アクト 第62回植物感謝祭・第41回「植物の詩」作詩コンクール
2019.11.24（日）

　仙台エコーLC継続アクトである標記大会が今年も利府町のセキスイハイム

スーパーアリーナで開催され、開会式と閉会式には北川会長をはじめ、当クラ

ブから数名が参加しました。大会には宮城県内各地から男女それぞれ28チー

ムが参加し、優勝に向けて熱戦を繰り広げました。男子はしらかし青山キッズ、

女子は金ヶ瀬ニュースターズが優勝しました。優勝チームは3月28日から東京

都で開催される全国大会に出場します。

　仙台エコーLCに、新たなメン
バーが3名加わりました。
これからよろしくお願い致します。

継続アクト 第51回全国ミニバスケットボール大会 宮城県予選
2019.12.26（木）～28（土）

アクティビティと行事のご報告

株式会社シバタインテック
代表取締役社長
柴田 清孝

株式会社 NOB's Company
代表取締役
大沼 宏伸

株式会社柴田建設工業
代表取締役
柴田 充

新入会員紹介

女子優勝
金ヶ瀬ニュースターズ

男子優勝
しらかし青山キッズ



　今年は東京オリンピックを控え、ムードの高まりを感じつつも、中国の新型肺炎ウイルスなど国内においても喫緊の問題も生まれました。そんな中、
1月31日に東洋館においてお歳祝いが行われ、菅原Lお世話役の元、北川一座による30年ぶりの白浪五人男が披露されるなど、エコーらしいお歳祝い
を開くことも出来ました。今年は例年以上に体調管理に留意し、春を迎えたいものです。

編集後記

行事内容

PR情報副委員長　L.橋本 誠一

仙台エコーライオンズクラブ

年間計画
2020年２月～4月

第1387回例会

第1388回例会・理事会 指名例会

第1390回例会・理事会 選挙例会

第1389回例会

仙台東LC合同 献血アクト

第1386回例会・理事会
スピーカー／菊地厚子 様
「終活セミナー」

第66回地区年次大会
第1391回例会

例会 本日のスピーチダイジェスト

 2 月13日（木）

 2 月27日（木）

 3 月12日（木）

 3 月26日（木）

 4 月 9 日（木）

 4 月18日（土）
   ～19日（日）

 4 月26日（日）

　エコーLC入会後、何もかも解らぬまま、キャビネッ

トの一員としてFWTの活動に参加しました。FWTは、

家族会員や女性会員増強、青少年健全育成の為に活動

するチームです。花のカラーセラピー、味噌作り、指ヨ

ガなど、他クラブの皆様と交流し、イベントを通して人

脈を拡げる事が出来ました。

　又LCのウィー・サーブの精神に基づくアクトも多く、

参加するたびに新しい体験をさせて頂いております。

　例えば、小児糖尿病の支援活動や、年次大会では子

供の貧困や食物廃棄防止の為のフードドライブを実施

し、子ども食堂の支援に協力しました。又県立子ども

病院隣接のドナルド・マクドナルドハウスを訪問し、小

児ガンと闘っている家族を支援する施設維持の為の物

資を供給させて頂きました。

　このように、私にとっては未知の経験やアクトです

が、仲間と共に思いやりや喜びを共感できますのも、

エコーLCとご縁を頂いたからこそと、あらためて感謝

しております。

FWT活動に参加して

今月号の寄稿

L.荒井 美佐子

第1380回例会  2019.11.14(木)

宮城県立こども病院 副院長
白根礼造 様

　白根礼造様は現在宮城県立こども病院で副院長を勤められ、脳神経外
科の先生です。今日は『 脳の病気 』～こどもと大人の違い～についてス
ピーチを頂きました。日本の小児脳神経外科に関する、普段聞く事の出
来ない医療のたいへん貴重なお話を伺うことが出来ました。

テーマ
「『脳の病気』～こどもと大人の違い～」

第1382回例会  2019.12.12(木)

ガラス工房尚 
鍋田尚男 様

　鍋田尚男様は2000年に秋保に拠点にガラス工房尚を設立され、これま
でも多くのコンクールに入選し、有名百貨店で個展を開かれご活躍されて
いる先生で、会場では作品展示を頂きました。スピーチではNHK　BSプ
レミアム イッピン「キラキラ まばゆく！～宮城 仙台のガラス製品～」に出
演された時の映像を見ながらガラス工芸とその技法についてお話を頂きま
した。

テーマ
「ガラス工芸とその技法…」

第1381回例会  2019.11.28(木)

　仙台エコーLCの嘉藤亀鶴初代会長のお孫さんにあたる嘉藤俊雄様にお
越し頂き、祖父であった嘉藤初代会長とのエピソード、また勤務先の宮城
県教育庁での生涯学習の取組みについてお話頂きました。新入会員スピー
チは11月にご入会された柴田清孝Lに登壇頂き、業務内容や自己紹介をし
て頂きました。

テーマ
「初代会長
Ｌ.嘉藤亀鶴の思い出」

第1384回例会  2020.1.9(木)

フリーアナウンサー・喜劇女優
大葉由佳 様

　大葉由佳様はNHKやDate FMのレギュラー番組、また映画出演など多
方面で活躍され、現在もDate FMの「日曜日の朝の深呼吸」をご担当され
ております。今日は世界100か国以上で行われている「笑いヨガ」をご紹
介いただき、出席者全員で「ホホ・ハハハ」を行い、楽しい時間を過ごしま
した。

テーマ
「笑う門には福来るわっはっは！で

 心の健康づくり」

(株)シバタインテック
代表取締役社長
柴田清孝L

初代会長のお孫様
嘉藤俊雄 様

「新入会員
   スピーチ」


